平成２３年度 第３回常務理事会
平成２３年６月７ 日（火）21：00～22：00
熊本保健科学大学
瀧口、上原、松本、山本、坂本、田中、池田、徳永、増永、中潟、寺本、
原田

日 時 ：
場 所 ：
出席者 ：
欠席
：
＜報告事項＞
１、会長報告；日臨技および他団体との連絡事項（日臨技健康増進委託事業）技師連盟加入。九臨技関係、
輸血懇話会後援依頼承諾、県・医療福祉連携学会企画委員選出、医専連事業について
２、各部報告
・総務（松本）
；日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等、九臨技関係
・広報（山本）
；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、平成 22 年会員名簿の発行等準備中
・組織（坂本）
；レクリエーション開催計画 （学術講習会）
・渉法（田中）
；平成２３年度賛助会員３５社、健康フェス協力員募集
・事業（池田）
；平成 23 年度精度管理準備。
・学術（徳永）
；班長会議実施。くまもと医学検査発行。第４回学術部講演会 11/5 に予定。
・生涯教育（増永）
；あじさいセミナー6 月 25 日実施。
・経理（中潟）
；日臨技義捐金送付報告。支出伺、出納長書式統一書式配布。
・特別事業（寺本）
；新公益法人化への対応について→ 県で検討してもらっている。
３、九臨技会議開催予定：平成 23 年 6 月 18 日（土）
、福岡市、出席予定 12 名
４、第 46 回九州学会（熊本市）一般演題申し込み 4/25 付け 100 題、５/13 まで延長 133 題。抄録締め切り 5/末
５、第 47 回九州学会（宮崎市）開催計画案；平成 24 年 11 月 17 日（土）～18 日（日）
、宮崎観光ホテル
６、日臨技平成 23 年度第１回総会：平成 23 年 6 月 5 日（土）～6 日（日臨技）
、東京（担当；長野県技師会）
７、その他
（１）熊本市シティＦＭ水曜 14：00～15 分間。6 月 22 日（県総保 中島浩二技師）
、29 日（日赤健管 杉谷由幾
技師）
、7/20（熊大 大隈雅信技師）
（２）日臨技口座引き落とし状況：継続 872 名、Ｈ23 年度新入会登録 9 名
＜協議事項＞
１、2011 あじさい(平成 23 年新人教育)セミナー開催計画（案）について
（１）日時案；平成 23 年 6 月 25 日 (土)14：00～18:30、場所；同仁堂ﾎｰﾙ、大劇ボウル
（２）内容；接遇、認定技師など､技師会活動､ｴﾝｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ (ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)､懇親会
２、平成 23 年度第 2 回総会(23 年度予算総会)、講演会、知事表彰受賞祝賀会について
（１）第 2 回総会（24 年度事業計画･予算案等）
、日程案；24 年 2 月～３月の土曜、会場案；未定
（２）講演会（内容未定）
、受賞祝賀会（知事表彰受賞者、日程未定・会場未定）
３、第 44 回県医学検査学会･平成 24 年度第 1 回総会開催計画（案）
（１）日 時；平成 23 年 6 月 23 日（日）担当；熊本市（場所：熊本保健科学大学）
（２）学会長；瀧口巌（日赤健管）
、実行委員長；寺本弘二（熊本保健科学大学）
４、第 45 回熊本県医学検査学会・平成 25 年度第１回総会開催計画（案）
（１）日時案：平成 25 年 6 月未定 、担当；城南地区（場所：未定）
（２）学会長、実行委員長未定
５、平成 23 年度第 1 回理事会開催予定について
（１）日時；平成 23 年 6 月 25 日(土;あじさいｾﾐﾅｰ時)、場所；同仁堂ﾎｰﾙ
（２）内容；各部事業案・予算執行案、研修会案、討論会、その他
６、その他
（１）熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委員の推薦について（県医師会より）
＊第 5 回学会予定；平成 24 年 3 月 20 日（火曜祝日）を予定 当会から坂本理事を推薦
以上

第 46 回九州医学検査学会 実行委員会＜第６回＞記録
日時：平成 23 年 6 月 7 日（火）18：30～20：30
場所：熊本保健科学大学（熊本市和泉町 325）
出席者： 瀧口、上原、
（原田）
、増永、徳永英、
（室原）
、島本、外園、福吉、
（染谷）
、今田、山崎、
（大隈）
、岩山、寺本、鬼塚、池田、山本、坂本、坂口、田中、
（西山）
、
（山口）
、黒川、
田上、中潟、徳永好、園田、松本珠、作元、
（藤崎）
、
（松本恵）
欠 席：
（
）で表示
１．報告・検討事項
・増永事務局長 タイムスケジュール提示（別紙１）
。
総務→ まだ、特別講演、来賓依頼提出していない。来賓のあいさつはどこまで頼むか？
県知事、市長、医専連会長、県医師会長に頼む。安東先生、熊保健科学大学、熊大は懇親会
のみ。今週中に発送（市には持参の可能性）
学術→ プログラム再確認（別紙）
。シンポジウムの演者の登録は？→学会事務局が実施する必
要がある。
（抄録も）総務からシンポジスト依頼文書を発送。７月までに返送をお願いする。
座長依頼も発送。この返事も 7 月上旬。
シンポジウムの打ち合わせ会場確保。研究班会議場所確保。→ 九臨技会議にて打診。
展示・施設（別紙あり）→ 40 社申込５５コマ（トラック１コマ含む）
。本日申込があり、59
コマになるかも。トラック 1 台（オーソクリニカルダイアグノスティックス）
、シスメック
スが２台になるかも。6 月末もしくは 7 月に抽選（福岡市で実施？）イベント業者について；
展示がどういう機械があるかということで予算がかわってくる。今月中に決定予定。予算 330
万くらい。アリーナ発電機必要（９０ｋＶ）
。保健科学大学に２０万支払いをする。書籍販売
（金龍堂書店）
、おみやげ販売（県商工会議所を通じてフードパルを中心に）
。バス運行につ
いて；２０台押さえてあるが５台程度でいいのでは？→運行予定を考えて再考。
渉外（別紙あり）→ 広告１７社、ランチョンセミナー８社申込あり。８社すべてにランチョ
ンを依頼する。展示、ランチョンの趣意書、予算書を再送付する。
広報→ 抄録表紙（ポスターと同じ）ポロシャツ提示（オレンジ・ポケットあり）食べ歩きマ
ップ、大学周辺地図も用意する必要があるかも？ コングレスバック１つ５０円で用意で
きる。
印刷をすると若干価格上がる。
（昨年度大分学会はシスメックスの袋）
→頼んでみる。
だめだったら、コングレスバックを考慮する。
経理（資料あり）→ 会議費、日臨技講師謝礼は熊本県から支払う。
（この分は日臨技から補助
がある）
機器展示（資料あり）→ 展示場所を検討。
女性部会 → ランチョン一枠を実施。レストランでお茶席、ピンクリボン販売。
味覚・嗅覚→全国学会ですら４０名くらいの参加者だった。受付で名前を書く。その際に抄
録を配布されていた。
＜その他＞
・オープニングセレモニーのみとする。当初の予定時間変更。オープニングセレモニー８：４５
受付が８：００スタート 一般演題９：００スタート
・会員実行委員依頼。
（ニュース版）
・実務委員委嘱状発送。4 月 1 日付で発送。
・ネームプレートの作成。
・施設協賛金 → 5 月中に発送できなかったので、6 月に発送。連絡責任者あてに１通その中
に、施設長あてをいれる。一口１万。 ・式典受付１８：００～
・記念品(座長、式典来場者)
次回日程・日程７月５日（火）18：30～ 準備会議
20：30～22：00 常務理事会
記録：松本

第４３回熊本県医学検査学会をふりかえって
平成２３年４月２４日、第４３回熊本県医学検査学会、第１回定期総会が荒尾市で開催されま
した。平成２年以来２１年ぶりの開催でしたが無事に終了することができました。
前日のレクレーションも無事に終了し、懇親会は、大変盛り上がることができました。このよ
うな企画をとうして、城北地区の技師会会員の気持ちが皆様に伝わることができたと思います。
学会当日は、小雨の降る肌寒い中、多くの方々が県内各地より県北の荒尾市へ来て頂きありが
とうございました。学会参加者２３４名、総会出席者６５７名でした。
（文責 石橋）

瀧口 巌

学術奨励賞

森口 美琴 技師

文化講演

会長

定期総会

特別講演

熊臨技発６号
平成２３年６月２４日
会員各位
（社）熊本県臨床検査技師会
会長

瀧口 巌

第４６回九州医学検査学会
学会長

瀧口 巌

副学会長

上原正信

実行委員長 原田 精一
（公印省略）

第４６回九州地区医学検査学会実務委員募集について
梅雨の頃、会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より、技師
会活動に対し、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当会は平成２３年１０月１日（土）および２日（日）に開催されます第４６回九州
地区医学検査学会（熊本市）にむけて準備を進めているところです。
つきましては、下記の要領で学会実務委員を募集いたします。ご多忙の折とは存じますが、
ぜひご協力いただきますようお願いいたします。
記
日

時：平成２３年９月３０日（金）
、１０月１日（土）
、１０月２日（日）
９月３０日（金）※学会リハーサル 午後６時３０分～午後８時００分
１０月１日（土）午前７時３０分～午後７時００分
１０月２日（日）午前８時００分～午後１時３０分

場

所：熊本保健科学大学（熊本市和泉町３２５）
※実務委員用として駐車場を確保する予定です。
（台数制限あり）

募集人員：１４５名
内

容：総務、経理、受付（総合受付、会場受付）、進行、案内、接待、アナウンス、照明
など

申し込み方法：ＦＡＸでお願いいたします。

交通費、行動費は熊臨技規定によりお支払いいたします
以上
問い合わせ・連絡先
〒861-5598 熊本市和泉町３２５熊本保健科学大学内 松本珠美
直通ＴＥＬ/ＦＡＸ096-275-2169 matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp

ＦＡＸ送信表

あて先

096-275-2169（熊本保健科学大学松本）

送信元
施設名
氏名
ＴＥＬ
Ｆ

Ａ

Ｘ

第４６回九州地区医学検査学会実務委員応募

１、学会出動日（可能日を○で囲んでください）
９月３０日（金）※リハーサル日
１０月１日（土）
１０月２日（日）

以上

平成 23 年度

熊本市民健康フェスティバルスタッフ募集

平成 23 年度熊本市民健康フェスティバルが、来る平成 23 年 10 月 15 日（土）、16 日（日）
の２日間くまもと県民交流館パレア・鶴屋ホール（東館７Ｆ）
・びぷれす広場（熊日会館１
Ｆ上通り入り口）にて開催されます。平成 22 年度のフェスティバルにも多くの来場者があ
りました。担当する検査コーナーは昨年から 10Ｆフロアを検査技師会だけが使用し例年に
ない盛況でした。今回も市民の方自身による尿検査体験コーナー・血管年齢測定を企画し
ております。また、検査体験コーナーと名打ち、病理検査体験、細菌の簡易染色など実際
に触れて体験していただくコーナー及び乳がん検診の啓発運動としてモデルの展示・パン
フレットの配布等も例年どおり企画しています。つきましてはご協力頂けるスタッフを下
記のごとく募集致しますので会員諸氏の積極的な参加をぜひお願いします。尚、心電図検
査、腹部超音波検査につきましては例年通り受検者数を各日 120 名とし、往復ハガキによ
る事前申込としております。
記
日時：平成 23 年 10 月 15 日（土）
、16 日（日）
午前８時半より午後４時半まで
会場：県民交流館パレア
業務内容
尿一般検査説明介助、心電図検査、腹部超音波検査、細菌検査、血液検査、
血管年齢測定、骨密度測定（超音波による測定）、受付案内
募集（予定）人員

10 月 15 日

10 月 16 日

尿（一般研究班を中心に）

6名

6名

細菌検査、血液検査、受付案内、

６名

６名

心電図検査

１０名

１０名

腹部超音波検査

１２名

１２名

業務内容

骨塩量測定・血管年齢測定

6名

6名

申込方法
別紙申し込み用紙に必要事項を記入の上、下記まで mail もしくは FAX にて返信下さい。
日赤熊本健康管理センター 画像診断課 渉外・法規部

田中 信次

（Tel 096-384-3100（内 8419）

FAX096-387-8276）

返信用 Mailアドレス kensa@kenkan.gr.jp 田中宛

＊出動者は、生涯教育点数（組織活動）１５点の対象となります。

募集受付期間

平成 23 年 7 月末日

F A
送信先

X

送

信

書

FAX 096-387-8276
日赤熊本健康管理センター 画像診断課
渉外・法規部 田中 信次

「平成 23 年度
施

熊本市民健康フェスティバルスタッフ 参加申込書」

設

電話番号

名

（

）

（

）

氏

名（

）業務（

）出動日（

）

氏

名（

）業務（

）出動日（

）

氏

名（

）業務（

）出動日（

）

氏

名（

）業務（

）出動日（

）

下記の番号（業務内容）、記号（出動日）を上記（

）内に記入してください。

希望担当業務

①尿検査体験コーナー
②腹部超音波検査
③心電図検査
④血管年齢その他
⑤乳がん啓発コーナー
⑥細菌検査・病理検査体験コーナー
希望出動日

a.10 月 15 日（土）

b.10 月 16 日（日）

c.両

日

平成 23 年 6 月 15 日
会員各位
九州臨床検査技師会 会長
臨床化学担当
免疫血清担当
遺伝子担当
精度管理担当
実務担当

長迫
守田
篠原
栢森
松本
山田

哲朗
政宣
克幸
裕三
哲也
昌博

九州地区卒後教育セミナー第４回生物化学部門
（臨床化学、免疫血清、遺伝子分野）研修会のお知らせ
陽春の候、皆さまにおかれましては益々ご盛栄のことと、お慶び申し上げます。今年も下記
内容にて九州地区卒後教育セミナーを開催することになりました。お忙しいとは存じますが
多数の参加をお願いいたします。
記
主催：九州臨床検査技師会
共催：日本臨床化学会九州支部 担当：（社）長崎県臨床検査技師会
日時：平成 23 年 8 月 6 日（土）～7 日（日）
会場：九十九島観光ホテル 〒858－8589 佐世保市鹿子前町 740 TEL0956－28－2111
メインテーマ「生物化学部門における標準化」
【プログラム】
1 日目 8 月 6 日（土）
受付
14：30～14：50
開講式 14：50～15：10
教育講演Ⅰ 15：10～16：10

～基礎的知識から最新の話題～

「 基礎から学ぶ遺伝子検査
」
熊本保健科学大学 楢原 真二 先生

教育講演Ⅱ

16：10～17：10

「 ウイルス検査の基礎
大阪大学医学部附属病院 臨床検査部

」
出口 松夫 先生

特別講演Ⅰ

1７：10～18：10

「 ＨＬＡの応答について
」
アボットジャパン（株）営業本部顧問 高木 淳 先生

懇親会 19:30～21：30
ナイトセミナー21：30～23：00
1（臨床化学）
「 電気泳動法の新しいかたち 」
フィンガルリンク株式会社 IVD 事業部 学術担当 老沼弘俊 先生
2 未定
3 未定

2 日目 8 月 7 日（日）
特別企画
9：00～11：00 「 カスタマーからの提案 」
1（臨床化学） 「 臨床検査におけるバリデーションとは？ 」
和光純薬 臨床検査薬営業本部 学術部 長尾 健次 先生
２（免疫） 「 イムノアッセイの新しい原理 LOCI 法について」
シーメンス シーメンスケア・ダイアグノスティクス（株）伊藤 俊章 先生
３（遺伝子） 「 遺伝子検査の注意点 」
ロシュ・ダイアグノノスティクス（株） 鈴木 徹哉 先生
特別講演Ⅱ 11：00～12：00 「不確かさの考え方と実際」
香川保健医療大学 教授

細萓 茂実先生

＊研修会へは、ノーネクタイ・ノースーツでご参加ください。
＊必ず会員証を持参ください。受付時に使用します。

【申し込み方法】
＜募集人員＞：100 名
＜受講料＞：20,000 円（テキスト、宿泊費\6000、懇親会\6000 費を含みます）
＊受講のみの場合（8,000 円）
＜申込方法＞：E-mail、Fax、または葉書で、氏名、性別、会員番号、施設名、住所、電話番号、
mail
アドレスを記入の上、下記まで申し込んで下さい。折り返し受講料振込先をお知らせしま
す。
＜申込締切＞：平成 23 年 7 月 20 日（ただし、定員になり次第締め切ります）
＜申込・問い合わせ＞：〒857-8511 長崎県佐世保市平瀬町 9-3
佐世保市立総合病院 中央検査室 山田 昌博 宛
Tel：0956-24-1515（内線 6235）、E-mail: byoken＠city．ｓasebo．lg．jp

画像生理研究班勉強会
会員各位
謹啓 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。今回、画
像生理研究班では超音波勉強会を開催する運びとなりました。内容は「疲労度が少な
く、更なる質と安全性の向上を目指す超音波検査への御提案」と題しまして・腰痛、腱
鞘炎などの防止の対策・超音波検査室の環境改善・患者さんとの接遇の重要性・超音
波の精度管理などについて講演を頂く予定です。新人技師の方のみならず、現在もエ
コーに携わっている方にも大変役に立つ内容ではないかと思います。
ご多忙の時期と思いますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようご案内申
し上げます。
謹白

日 時：２０１１年 ８月５日（金） 午後７：００～
場 所：熊本中央病院 大講堂
演 題：「疲労度が少なく、更なる質と安全性の向上を目指す超音波検査への御提案」

講 師：㈱コ・メディカル

島ノ江 信芳

参加費：技師会会員 無料
非 会 員 3000 円
お問い合わせ先：画像生理研究班
熊本中央病院 検査科 岩山義雄
ＴＥＬ０９６－３７０－３１１１（内線２５０４）

サイエンテイフィックセミナー
開催の御案内
日 時

平成２３年７月１９日（火） １８：３０～２０：３０

会 場

熊本大学 医学教育図書棟 ３階 第一講義室

座 長

information

座 長

講 演

特別講演

池 田 勝 義 先生
熊本大学医学部附属病院

中央検査部

臨床検査技師長

「製品関連のNEWS」
平岡学
アボットジャパン株式会社
「震災地支援報告」

遺伝子事業部

福吉葉子 先生 熊本大学医学部附属病院

中央検査部

安東由喜雄 先生
熊本大学大学院

生命科学研究部 病態情報解析学分野 教授

「 CTを用いた大腸がんスクリーニング検査(CTColonography)の実際 」
坂本 崇 先生 済生会熊本病院 中央放射線部 係長

「消化器癌の治療戦略構築におけるﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの意義」
馬場 秀夫 先生 熊本大学大学院 生命科学研究部 消化器外科分野 教授

熊本大学病院 見取り図
医学教育図書棟

サイエンテイフィックセミナー
参加お申し込み書
空欄にご記入の上、下記のFAX番号にてお申し込みください。

FAX ０９２－２９１－４６９３
御施設名

所属名

御氏名

■お問い合わせ先 ■アボットジャパン㈱西日本第五営業所 担当：猪俣 電話 092-291-6651

熊臨技「生涯教育研究過程プログラム」
8～10月研修会予定表
8月

未定

化学・免疫・情報研究班研修会（九州ロット勉強
会）
熊本市 機能・神経生理研究班研修会（神経伝導検査）

生体検査 専門 20

未定

天草市 第4回天草地区研修会（一般・細胞）

検体検査 専門 20

熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（症例検討会）

検体検査 専門 20

未定

熊本市 画像生理研究班（腹部エコー基礎 ）

生体検査 専門 20

未定

熊本市 一般検査研究班研修会（講演会）

検体検査 専門 20

未定

熊本市 輸血検査研修会（精度管理）

検体検査 専門 20

未定

合志市 熊本市周辺地区研修会

未定

天草市 第4回天草地区研修会（輸血）

未定

9月22日

熊本市

検体検査 専門 20

検体検査 専門 20

10月1,2日 熊本市 第46回九州地区医学検査学会
10月25日 熊本市 血液検査研究班研修会（鶴田先生講演会）

未定

病理・細胞検査研究班研修会（肺癌と肺発生の接
点 シグナル発現と意義）
熊本市 一般検査研究班研修会（講演会）

未定

玉名市 城北地区研修会

10月27日 熊本市

検体検査 専門 20
検体検査 専門 20
検体検査 専門 20

＊上記プログラムの内容やカリキュラム名・区分・点数は変更される場合がありますので
ご了承下さい。

＊各研修会は会員の技師会費で運営されています、県技師会としては非会員の受講料を
一律3000円といたします。

